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倉沢里山を愛する会８周年を迎えて
倉沢里山を愛する会は、いつどのようにして生まれ
たのか。それは、２０００年ミレニアムの年の５月６
日（土）、私の誕生日の次の日でした。この日１００
名ほどの人々が倉沢里山の散策会に集まりました。散
策会の主体になったのは、田村夫妻や石坂二郎・石坂
栄夫妻という石坂家の相続人の方々と、１９９４年か
らアリスの丘・風の丘という上記相続人名義の農園を
耕作していた約７０名の方々で、この人たちが周辺の
友人たちにも呼びかけてこの催しになったのです。参
加者は、多摩丘陵の一角に石坂家によって長期にわ
たって保持されてきた、里山の美しい新緑の自然に触
れることが出来て感動しました。
ついで５月２８日には農園のミニコミ紙として
ニュースレター１号が発行されて、それがその後、会
の会報を兼ねることになりました。ここには、国分知
子・藤田美智子さんらの文章や塙明子さんの「風薫る
百草の里や庚申塔」の名句とジュウニヒトエの絵が
載っていました。
これをきっかけに、６月から有志による里山ボラン
ティア活動が始められ、その翌年には多くの人の賛同
を得て「倉沢里山を愛する会」が正式に会として発足
したのです。
その後２００２年、石坂家の相続の完了とともに、
この山や農園は市への寄付地や国への物納地、市の買
収地などとなり、市とパートナーシップ協定を結んで
本会がこれらの緑地の管理を行うことになったのはご
存知のとおりです。逆に言えば、緑を保全し管理責任
を負う市民団体の存在が、このように市を里山保全に
踏み切らせた要因であったといってよいでしょう。
もちろんこの間には多くの人々の血のにじむような
努力の積み重ねがあったことは忘れてはなりません。
その点で、２０００年５月６日はこれから始まるド
ラ マ の 幕 開 け で、ま
た、事 実 上 の 会 の 誕
生日といってよいで
し ょ う。そ こ か ら 数
えて満７年が経過し
て、こ の 春 ８ 年 目 を
迎えることになるの
です。
2006年12月10日 落ち葉掃きのあとで

会長

峰岸 純夫

早いものですね。継続は力なり、ということをしみ
じみと思います。田村夫妻をはじめとして多くの人び
とに支えられて、会はここまで来ました。作業日に
は、幼い子どもたち（お孫さん）の参加も見られ、元
気な声が響いています。森林は人をはぐくむ場という
実感を禁じ得ません。これからも会は会員の皆さんの
意見をよく聞いて、より素晴らしい市民グループとし
て、更なる継続・発展することを希望してやみませ
ん。皆様のご支援・ご協力を心からお願いします。
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倉沢の里山を訪ねて
のんびる編集部 大牧 博
野猿といえば「野猿峠」。およそ50年近く前、小学
生時分に遠足で行ったことを思い出す。その頃、私
は東京の杉並区天沼という地に住んでいた。中央線
の荻窪駅から歩いて10分ほどの所で、当時近くには
農家の畑や雑木林があり、小川も流れていた。
今から思えばそれは「里山」。それが原風景のよう
に私の中には残っている。
倉沢の地を訪れたのは、昨年
の 12 月。月 刉 誌『の ん び る』
の取材のためにうかがった。
「わ が 里 山」と い う 企 画 で、
毎月１回、首都圏の各地で続
けられている里山保全などの
活動を報告するというもの。
煩雑な編集作業の合間の、ひ
そかな愉しみの取材だ。 田村
宅を訪ねた日、私は３つの驚
きと巡り合うことになる。そ
紹介された３月号表紙
れが素直な印象だった。
まず私の目に写った倉沢の景色は、まさに裏庭が
「里山」。なんてうらやましい所に田村さんたちは
暮らしているんだろう。間近に新興住宅が迫ってい
るとはいうものの、小高い丘一面に、手入れの行き
届いた雑木林が広がる。その向こうには果樹園も見
える。まだ東京にもこんな場所が残っていたのだ。
いや、守られていたのである。
近くにあるなだらかな畑地には「アリスの丘ファー
ム」があった。農作業に汗を流し、自慢の収穫物を
いただく。倉沢里山でのボランティア活動はその農
作業の合間をぬってくりひろげられていた。
この日の活動は、万蔵院台緑地の落ち葉掃きと植物
保護区のメンテナンス。三々五々集まってくる会員
を待っているが、庭先に置かれた名札の棚。名札の
数はゆうに100を超えている。これもまた驚きであ
る。けっして広いとは言えない地域で、これほどの
数の人たちを引き付ける魅力が、ここ倉沢にはきっ
とあるのだろう。
作業が進む間、裏庭では女性連が炊き出しをやって
い る。作 る ご ち そ う は、す い と ん 風 の お 汁 粉。
ファームで収穫したキウィや焼きシイタケも並ぶ。
そしてもうひとつが、田村さんの奥さん手作りの柚
子ママレード。これがなんと美味なこと。ひと仕事
終えて味わうには
ぴったりの品々だっ
た。
会に集うみんなの
笑顔からは「楽しみ
ながらやりましょ
う」という、心の潤
いがにじみ出ている
ように思えてならな この大きな倉沢産の原木シイタケも
焼いていただいた。（浜田さんと安
かった。
藤さん）

（撮影／坂本博和）
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なな山ってどんなやま？
「なな山緑地の会」会長 髙木直樹
（倉沢里山を愛する会会員）

百草団地から見たなな山緑地

先月いただいた 倉沢
里山を愛する会の 今
年度の活動計画のう
ち、４月は春の散策会
となっており、私たち
が活動している「なな
山」を散策・見学する
ことになっておりまし
た の で、こ の 紙 面 を
お 借 り し て「な な 山

緑地」についてご紹介します。
「なな山」は愛称で正確なことはわかりませんが、
昔７人の地主さんがいたのでそう呼ばれていたみたい
です。隣接する住宅地内にある公園も、ななやま児童
公園という名称がつけられています。
場所は、多摩市側百草団地前の竜が峰通りと中和田
通りに挟まれています。現在我々ボランテイアが管理
している面積は、約１ヘクタールです。
地形としては、一忚名前の通り小さいながら山で
す。東と西に沢があり、南北に尾根が走り、北のはず
れが頂上になっています。今から５年まえ、地権者で
府中市の住崎氏が寄付され、１年間は隣接する自冶会
の有志が中心になり管理し、４年前正式に「なな山緑
地の会」を立ち上げました。現在賛助会員を含め38名
で、毎月第２・第４日曜日に活動しております。
まず初年度は、場所によっては背丈ほどもあったア
ズマネザサの下草刈りからスタートしました。このと
き、刈り払い機は「倉沢里山を愛する会」からお借り
しました。ありがとうございました。その後は、ここ
が平坦地と違って傾斜がきつく、作業がしづらいた
め、遊歩道を兼ね作業道を作りました。さながら土木
工事でした。今、この遊歩道は延長約２８０メートル
くらいあります。
さて、なな山に自生する草木ですが、沢に先代の地
主さんが植樹した杉、ヒノキを含め、樹木は７０～８
０種、草花は１００種強あります。倉沢にあって、な
な山にないもの、また逆のもの、と比較してみるのも
おもしろいでしょう。すぐ近くにある緑地ですが、植
生が少し違うのも興味深いと思います。
鳥獣に関しては、まだ詳しく調査していないのでわ
かりませんが、野鳥は大体倉沢と同じと思います。
先日、東の沢に狸の死骸を見つけました。近くに住
んでいたのか？我々が棲み家を追ったのか、心がいた
みました。
あ と、沢 カ ニ が 少 々 お
ります。大体こんな山で
す。
4月の見学会に是非参加
してください。みなさま
を心よりお待ちしており
ます。
東側の沢の杉・ヒノキ
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貴重な体験を子供たちに

里 山 雑 感
千野 健一
私はこの地に移り住んで２０余年、都心の職場へ毎
日２時間近くかけて通勤してきました。よくぞ続いた
ものだと我ながら感心していますが、早朝、小沢緑地
から聞こえてくる鶯の声、湧き水の音にようやく目を
覚し、帰りは、電車をおりて、やっと坂道を登りきっ
たところで、出迎えてくれる爽やかな風に一日の疲れ
を癒しました。休日には裏山に登り、はるか彼方に悠
然と旋回している鳶を双眼鏡で追っていると、時間の
経つのも忘れてしまいます。自然とは本当にすばらし
いものだと思います。
日本は春夏秋冬に恵まれ、世界でも有数の“美しい
国”であり、それを誇りにしています、というお話を
ある禅僧から伺ったことがあります。
『形見とて何残すらむ 春は花
夏ほととぎす 秋は紅葉ば』
良寛は、悠久の自然を
愛でる風雅の心を何時
ま で も 忘 れ る な、と 貞
心尼に伝えたかったと
の こ と で す。そ の 大 切
な自然があちこちで壊
さ れ つ つ あ る の は、誠
に残念なことです。
腐葉土を切り返す千野さん(右)
ある俳句誌の投稿欄の
推薦の欄に、次のような句が載っていました。
『売れもせぬ 父の遺産の 山笑ふ』
選者は次のような評を付けていました。
「“売れもせぬ”という表現に私は一種の安堵の思
いを抱く。そしてそれには“売りはせぬ”という思い
も含んでいるのではないかと思う。父の遺産であると
いうことはもちろんであろうが、さらにそこには、小
さい時から見慣れた美しい情景を大切にしたいという
思いもあろう」。仲間を見つけた思いがして元気が出
てきます。ついでと言っては失礼ですが、こんな句も
載っていました。
『俎(まないた)は 妻の打楽器 山笑う』
広場で奥様方が昼食の準備に野菜を刻む、あの軽や
かでリズミカルな響きは、“俎カルテット”とでも呼
びましょうか、耳に心地よく、作業に一段と力が入り
ます。
百草もかつては美しいハイキ
ングコースだったと聞くにつ
けても、そこの住民として後
ろめたさを感じないわけには
いきませんが、体力の続く限
り、額に汗する悦びを味わい
つつ、何かお役に立ちたいと
思っております。これからも
タマノカンアオイ
よろしくお願いいたします。
（ウマノスズクサ科）
   
５月から集合場所を原則として万蔵院台の炭焼き小
屋広場とします。 ４月までは、第２緑地集合です。

相模原市 飯田賢一郎
今年の１月から小１の娘、なつみと参加させて頂い
ております飯田と申します。この素晴らしい会に入
会したきっかけは、同じ職場で会員の棚橋さんの紹
介でした。野菜作りはおろか、畑を耕した経験もな
いのですが、お話を伺ううちに、自分でもチャレン
ジして、家族に美味しい野菜を食べさせてあげたく
なりました。
毎月の作業も１月から３回娘と参加しまして、子供
も大変喜んでおり、働く事の大変さや素晴らしさを
体験してくれていると確信しております。
また、作業後に毎回美味しい食べ物を頂き、とても
感動しております。みんな
で汗を流して一緒に頂く食
事は、また格別ですね。
今年、上の娘は小２、下の
娘は２歳になります。出来
る限り連れて行って、山や
畑での作業を通じて貴重な
体験をさせて頂ければと
思っております。
まだまだ不慣れな事が多
く、皆様方にご迷惑をお掛
けしますが、今後とも宜し
くお願い致します。
アオゲラ(雄）

里山のトイレに野の花
先日、南百草自治会のシニアクラブの会報に、本
会会員の塙治夫さんが寄せた記事の中で、里山の公
衆トイレについて触れられていました。
このトイレは、単なる公衆トイレではなく、本会
のボランティア活動のために日野市が設置してくれ
ているもので、皆さんもご利用になったことがある
と思います。当初はアリスの丘下の駐車場の脇に置
く予定でしたが、実際には色々な事情から第１緑地
の下の駐車場になったため、通りがかりの人や郵便
やさん、宅配便、タクシーの運転手さんなども利用
しています。当初は事務局が維持管理をしていまし
たが、この１年ほどは会員の富塚文江さんが清掃を
買って出て下さり、愛犬・黒ラブのイチゴちゃんの
散歩に合わせて、毎朝清掃して下さっています。
以前は、随分ひどい使われ方がされたこともあり
ましたが、今は、いつもきれいになっていて、季節
の野の花まで飾られています。
そのせいもあるのでしょう、使
う人の気持ちまで美しくしてくれ
るように思います。
塙さんは「これぞ日本、日本人
の心と嬉しく思った。」と書かれ
ていますが、同時にボランティア
スピリットを象徴するものだと思
い、心から感謝しています。(た)
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山椒の香り

１～３月の活動報告

里山の記憶 (４)
田村はる子

柔らかな芽を摘むと好い香りのする山椒、私はなぜ
かこの木に惹かれます。
毎年春になると、忙しい農作業の合間に、母はかな
らず葉山椒の佃煮を作っていました。葉が小さく柔ら
かすぎると煮た時にくたっとしてしまうし、硬い葉だ
と口の中に残るし、ちょうどよい摘み時を逃さないよ
うに気をつけていました。子供でも木の下の方を摘む
ことができるので、棘で指を負傷しながらも、面白
がって手伝いました。
全部摘んでしまうと木が枯れる恐れがあるので、枝
先の３枚は残すよう教えられました。なにしろ小さな
葉ですから、何時間もの立ち仕事で、ザルいっぱいに
するにはかなり根気が必要です。のどかな里山で、母
や姉とたわいもない話をしながらの作業は結構好き
で、私にはとても楽しいひとときでした。
山椒の木は母屋の裏
山や現在の第１緑
地、万 蔵院 台緑 地に
あ って、あ ちら こち
らを移動して摘みま
し た。日陰 のほ うが
柔らかく上質な葉が
摘 めま す。かま どに
火 を燃 やし、つ るの
付 いた 鍋に、い っぱ
万蔵院台のシュンラン（ラン科）
い の 葉 山 椒 を 入 れ、
しょうゆ味の佃煮を作ります。部屋中山椒の好い香り
いっぱいで、幸せな気分もいっぱいです。
でも、鍋いっぱいにあった葉なのに、なんと出来上
がったのは、なべ底にあるほんの少しの量の佃煮でし
た。だからこそ貴重なのでしょう。母は大切そうに空
き瓶に詰め、保存食として活用しました。おにぎりの
中に入れて結んでくれたりもしました。
山椒の木で思い出すことがもうひとつ。私のお嫁入
り道具は大したものはありませんでしたが、その中の
ひとつに手作りの「すりこ木」があります。父が里山
のどこかの山椒の木を切って作ってくれたものです。
嫁ぐ娘に、料理をしっかりやり、幸せな家庭が築ける
ようにとの親の気持ちが込められていたのでしょう。
三十数年経った今でも、その「山椒のすりこ木」は守
り神のように我が家の台所にあって、娘に対する父の
愛情を感じることができます。
まだ若くて元気な頃の父母を思い出しました。もう
一度一緒に山椒の葉を摘むことができたら、今、きっ
とこんな話をすると思います。「お
父さん、お母さん達が守ってきた山
は公共のものになったけれど、昔の
ままの姿で、今は会員の皆が協力し
て守ってくれているんだよ。今度は
会 員の人 達と たくさ んの 思い出 を
作っていくからね。」と。
ヤマガラ
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１／２０(土)、日野市の環境緑化協会が事前に（１／
１８）に伐採したクヌギやエゴなどの幹や枝を片付け
ました。かなりの量がありましたが、チェーンソーの
講習も行いながら、皆さんのパワーで太い幹はいす用
に、粗朶は垣根にと、活用できました。合わせて、久
しぶりに椎茸の種駒を植えてほだ木を作りました。
２月１１日（日）は落ち葉掃き。昨年の腐葉土をカブ
トムシの幼虫を除けながら外に出し、来年用の落ち葉
を積み込みました。良質の腐葉土は大人気で手に入ら
なかった方もあるようで、来年以降もっと増産するこ
とも考えています。作業の前に、三井さんを講師とし
て萌芽更新後の萌芽整理について教えて頂きました。
作業後は「鮭の粕汁」、岡庭さん差し入れのアリスの
丘産の大根が柔らかく、熱々をいただきました。野村
さん手作りの紫芋ようかんも美味しかった!!
３月１０（土）は１年ぶりに北緑地の整理を中心に作
業しました。普段入らない緑地ですが、随分きれいに
なりました。ネザサを刈った後に、眠っていた草花が
眼を醒まし豊かな植生が戻ってきます。ブルーベリー
の草取りもしました。作業後は第２緑地で取れた原木
椎茸のクリームシチューを頂きました。阿部さんの畑
のブロッコリーが見事な彩りを添えてくれました。

４～６月の活動予定
☆春から夏の季節は午前の活動です。
４月２１日(第３土）（雨天の時は翌日に順延）
春の散策会、倉沢周辺となな山緑地を散策・見学。
歩きやすい靴で。今回は徒歩なので定員なしです。
お昼は豪華に野草のてんぷら、自然薯のとろろ汁他。
前日１時、野草摘みをしますので参加してください。
１０：００ 今回まで第２緑地集合
持ち物 バンダナ、飲料水、お椀、箸等
５月１９日(第３土）（雨天の時は翌日に順延）
林の下草刈り他
１０：００ 炭焼き小屋広場集合
持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸
作業の後は「ミネストローネ」です。
６月１６(第３土) （雨天の時は翌日に順延）
林の下草刈り他
１０：００ 炭焼き小屋広場集合
持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸
作業の後は久しぶりに｢とん汁」をどうぞ。

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆５月の活動から、集合場所を原則として万蔵院台の
炭焼き小屋広場とします。道具類などは第２緑地の
倉庫と分散して管理します。
４月までは第２緑地に集合して、移転する物品を炭
焼き小屋のほうへ運んで頂く予定です。お間違いな
いようにお願いします。駐車場は従来のままです。
☆井坪さんの「すくなカボチャ」の種、峰岸さんの
ヤーコンの種芋はもう少しあります。ご希望の方は
事務局までお問い合わせ下さい。
☆新年度の年会費等まだ未納の方は、よろしくお願い
します。

